
10knot　クール便送料表　(クール料金込、消費税別） 更新日：2017/11/1　　適用開始日：2017/11/20

エリア

北海道 北東北 南東北 関東 信越 北陸 中部 関西 中国 四国 北九州 南九州 沖縄

北海道 青森 宮城 東京 新潟 富山 静岡 大阪 島根 愛媛 福岡 熊本 沖縄

秋田 山形 群馬 長野 石川 愛知 京都 鳥取 香川 佐賀 宮崎

岩手 福島 山梨 福井 三重 奈良 山口 高知 長崎 鹿児島

茨城 岐阜 滋賀 広島 徳島 大分

千葉 兵庫 岡山

埼玉 和歌山

栃木

神奈川

ヤマト運輸　2ｋｇ（風袋込）・60ｃｍまで - - - 850 850 850 850 850 850 850 850 850 1450

ヤマト運輸　5ｋｇ（風袋込）・80ｃｍまで - - - 850 850 850 850 850 850 850 850 850 1950

ヤマト運輸　10ｋｇ（風袋込）・100ｃｍまで - 1500 - 950 950 950 950 950 950 950 950 950 2550

ヤマト運輸　15ｋｇ（風袋込）・120ｃｍまで 2810 1850 1850 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 3350

佐川急便　2ｋｇ（風袋込）・60ｃｍまで 1260 1160 1100 - - - - - - - - - -

佐川急便　5ｋｇ（風袋込）・80ｃｍまで 1310 1210 1150 - - - - - - - - - -

佐川急便　10ｋｇ（風袋込）・100ｃｍまで 1720 - 1400 - - - - - - - - - -

佐川急便　20ｋｇ（風袋込）・140ｃｍまで 2650 2250 1850 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 -

（ヤマト運輸）
クール料金込み、消費税別で１個口あたり上記の料金になります。
商品によりますが、「三辺計120ｃｍまで＆重量15ｋｇ（風袋込）まで」が１個口の最大サイズです。（かさばる商品は多く入りません）
（佐川急便）
商品によりますが、「三辺計140ｃｍまで＆重量20ｋｇ（風袋込）まで」が１個口の最大サイズです。（かさばる商品は多く入りません）
ヤマト運輸と比較すると、デメリットとして商品お届けまでに時間がかかる地域がありますが、反面、15ｋｇを超える荷物やお届け場所によっては料金が大幅にお安くなることがあ※一部の島嶼部は別途料金が必要です。詳細はお問い合わせ下さい。

（市場便・路線便）
大口発送の場合は非常にお得です。ご相談下さい。

10knot　常温便送料表　(消費税別） 更新日：2017/11/1　適用開始日：2017/11/20

エリア

北海道 北東北 南東北 関東 信越 北陸 中部 関西 中国 四国 北九州 南九州 沖縄

北海道 青森 宮城 東京 新潟 富山 静岡 大阪 島根 愛媛 福岡 熊本 沖縄

秋田 山形 群馬 長野 石川 愛知 京都 鳥取 香川 佐賀 宮崎

岩手 福島 山梨 福井 三重 奈良 山口 高知 長崎 鹿児島

茨城 岐阜 滋賀 広島 徳島 大分

千葉 兵庫 岡山

埼玉 和歌山

栃木

神奈川

2ｋｇ・60ｃｍ 佐1010 佐910 佐850 ヤ650 ヤ650 ヤ600 ヤ600 ヤ500 ヤ500 ヤ400 ヤ550 ヤ550 ヤ1240

5ｋｇ・80ｃｍ 佐1010 佐910 佐850 ヤ650 ヤ650 ヤ600 ヤ600 ヤ500 ヤ500 ヤ400 ヤ550 ヤ550 ヤ1740

10ｋｇ・100ｃｍ 佐1320 佐1130 佐1000 ヤ650 ヤ650 ヤ650 ヤ650 ヤ550 ヤ550 ヤ500 ヤ650 ヤ650 ヤ2260

15ｋｇ・120ｃｍ - ヤ1300 - ヤ650 ヤ700 ヤ700 ヤ700 ヤ650 ヤ650 ヤ550 ヤ700 ヤ700 ヤ2760

20ｋｇ・140ｃｍ 佐2100 ヤ1500 佐1250 ヤ900 ヤ900 ヤ850 ヤ850 ヤ750 ヤ750 ヤ590 ヤ800 ヤ800 ヤ3280

ヤ25ｋｇ・160ｃｍ - ヤ1700 - ヤ1000 ヤ1000 ヤ950 ヤ950 ヤ850 ヤ850 ヤ690 ヤ900 ヤ900 ヤ3780

佐30kg・160ｃｍ 佐2600 佐2050 佐1600 佐1300 佐1400 佐1200 佐1200 佐1200 佐1200 佐1100 佐1200 佐1200 -

（ヤマト運輸）
消費税別で１個口あたり上記の料金になります。
商品によりますが、「三辺計160ｃｍまで＆重量25ｋｇ（風袋込）まで」が１個口の最大サイズです。（かさばる商品は多く入りません）
（佐川急便）
商品によりますが、「三辺計160ｃｍまで＆重量30ｋｇ（風袋込）まで」が１個口の最大サイズです。（かさばる商品は多く入りません）
※一部の島嶼部は別途料金が必要です。詳細はお問い合わせ下さい。

（愛媛県内主要部路線便）
お取引条件やお届け先によっては本サービスがご利用頂けます。送料は全額当社が負担致します。

（市場便・路線便）
大口発送の場合は非常にお得です。ご相談下さい。


